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2018 年 11 月４（日）フルルガーデン八千代 噴水広場にて「やちよ市民活動フェスティバル 201８」
が開催されました。第 15 回目となる今年は、主催のやちよ市民活動フェスティバル実行委員会・八千代市
を中心に、市民活動サポートセンター登録の 21 団体とボランティアの 4 団体が参加し、約 4,500 人の
お客さまのご来場をいただくことができました。各ブースでは日頃の活動紹介と交流が行われ、子供たちの
素敵なステージが繰り広げられることで大勢の市民の方にフェスティバルを楽しんでいただくことができ
ました。
パネル展示ブース・体験ブースでは、市民活動
を支えるサポートセンターの紹介、子供たちとの
ふれあい・遊び、地域の暮らしへの理解、やちよ
の自然や環境を守る取り組み、スポーツやゲーム・
川柳の楽しみ、歴史を振り返り海外との交流、千
本桜を愛でる、ボランティア活動の振り返りが紹
介され、訪れたお客さまは説明を聞くのみならず、
自らの体験を通じて市民活動を楽しむことができ
ました。
来場のお客さまは受付でカードを受け、質問に
回答しながら各ブースでスタンプを押してもらう
ことで展示ブースとのコミュニケーションを図っ
ています。スタンプを全て集めるともらえる景品
をもらい喜んでいただきました。
ゲームコーナーでは子供たちが折り紙を楽しみ、
訪れる皆さまに折り紙が掲示されたパネルを見て
いただくことができました。
ステージでの盛り上がりは子供たちの歓声に包
まれました。催しは、楽器の演奏・ダンス、体操や
紙芝居読み聞かせ、合気道演武と多岐に渡り、子供
たちの大声によるダンスには、観客も一緒になって
楽しんでいました。
また当日の様子は取材され、ケーブルテレビの放
映、広報やちよへ掲載されました。
市民活動フェスティバルの開催にあたっては、フ
ルルガーデン様始め多くの企業・団体様からご協賛
いただき、大盛況のうちに終えることができまし
た。
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やちよ市民活動フェスティバル 2018 参加団体
NPO 法人

にじと風福祉会・八千代市ほたるの里づくり実行委員会・NPO 法人

八千代オイコス・NPO 法人

ひびき会・八千代市子ども会育成連絡協議会・里山むつみ隊・八千代市テニス協会・NPO 法人

子どもネット八

千代・八千代〈ひきこもり〉と共に生きる会・八千代市郷土歴史研究会・八千代市国際交流協会・八千代自然と環
境を考える会・やちよ自然エネルギー市民協議会/エコライフやちよ・八千代環境市民連絡会・八千代市ゲートボ
ール連盟・やちよ地域ねこ活動・新川千本桜の会・八千代川柳連盟・八千代市合気道連盟・「本だいすき！」の
会・八千代市ボランティアセンター・カウア、エハコ＆軽音楽・きらきら八千代ジュニアダンス・３B 体操ダンス

協賛くださった企業・団体
フルルガーデン八千代・コーシン乳業（株）小久保製氷冷蔵（株）
・東葉高速鉄道（株）・
石井食品（株）
・ＣＡＣ勝田台スイミングスクール・(有)久土地自動車工業・
（株）ブラス・
（株）共栄物
流・ (株)ウインライフ京葉支店・(有)生活設計・ウオッチタウン・エニファム・オリヒカ・コラージュ・
ほけんの窓口
情報公開と市民の会・やちよケアマネネットワーク・NPO 法人八千代市植栽サポートクラブ・ふれあ
い花いっぱい運動実行委員会・八千代市ＴＢＧ協会・八千代市市民活動団体連合会・八千代市パークゴル
フ協会・八千代市レクリエーション協会・八千代台まちづくり協議会・ロータスクラブ・八千代市芸術
文化協会・八千代栗谷遺跡研究会・NPO 法人ユーアイやちよ・脱原発八千代ネットワーク・ママの働
き方応援隊

勝田台学級・八千代ごみゼロの会・八千代市更生保護女性会・八千代市三曲協会・やちよ

マミーズブラス

フェスティバルを振り返って
メインステージでは子供たちの歓声が響き、各展示ブースでは参加団体の日頃の市民活動を市民の皆さま
と楽しむことのできる素敵な一日とすることができました。本年度のフェスティバルテーマは、「子供たち
も楽しめる市民活動」。私共市民団体の活動は、やちよの歴史を振り返り、自然環境を守る。地域に住む人
たちを大切にし、趣味を楽しむものです。それはフルルガーデン様始め、協賛してくださった団体、事業者
様の協力のおかげと感謝の念に堪えません。八千代を住みやすいまちにするための協働を、行政、企業、市
民、市民団体で推進していきましょう。
やちよ市民活動フェスティバル 2018 実行委員長

土元

裕一

地域デビュー講座を終えて
平成 30 年 11 月 30 日（金）八千代市福祉センター4 階第 3・4 会議室および研修室においてふれあい大学の地域デビ
ュー講座を開催しました。午前中は同大学の一般教養コースの受講生（約 80 名）
、午後は健康福祉コースの受講生（約
80 名）を対象に市民活動団体（午前中 10 団体、午後 9 団体）が活動を始めたきっかけ等を中心に 8 分間でプレゼンテ
ーションを行いました。また研修室では各市民活動団がブースを設け、前段のプレゼンテーションの補足説明および活
動紹介を行いました。本講座は毎年、定年を迎えたアクティブシニアを対象に自らの知識や経験を踏まえ、そのパワー
を地域づくりに生かしてもらうことを目的として開催しています。今回の講座をきっかけとして一人でも多くのアク
ティブシニアの方々が地域活動に参加されることを期待する次第です。
八千代市市民活動サポートセンター運営委員会研修部会長
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祖父江

晋

■平成 30 年度の支援金交付額が決定しました
□届出結果
参加団体数 34 団体（新規 5 団体）
選択届出件数（延べ）11,639 件
選択届出実人数 7,057 人（うち有効届出人数 6,781 人）
届出総額 3,498,371 円 交付決定総額 3,253,752 円
平成 29 年度の制度の見直しにより、届出対象者を 18 歳以
上としたことで、対象者の拡大、手続きが簡素化され、届出
人数が増加しています。今年度はインターネットでの届出を
推奨したこともあり、昨年度 792 人だったインターネットで
の届出が 1,569 人に増え、全体の届出も 1,000 人ほど増えま
した。

■平成 31 年度に支援を希望する団体を募集します
１月下旬から31年度に支援を希望する団体を募集し、申請を受け付けます。支援を希望する団体を対象の
説明会は２月上旬に行う予定です。詳しくは広報やちよ１月15日号、ホームページをご覧ください。

NPO 法人ひびき会

やちよ自然エネルギー市民協議会

今日、子どもたちの虐待が大きな社会問題となっ

やちよ自然エネルギー市民協議会は、持続可能な

ております。情報過多の現代にあって、孤独な子育

社会を実現するため、自然エネルギーの普及に取り

てをせざるを得ない若いママ・パパたちに寄り添い、

組み、市民が中心になり協働して事業化を推進する

ほっとできる場を提供することで、虐待の芽を摘み

ことを目的として 2017 年 10 月に設立されました。

取り、子どもの健全育成を図りたいと４年前に０～

初年度の今年は市民と行政や地域の関係団体が協

３歳までのベビーとそのママ・パパが楽しく過ごせ

働できる場づくりとして、自然エネルギーの普及拡

る場として、
「おひさまサロン」を立ち上げました。

大のための勉強会などを開催し、市内外のネットワ

経済的に余裕のない家庭も来れるように無料・予

ーク構築と情報発信に取り組み、さらに地域が主体

約不要・駐車場有で毎週火曜日の午前中に開催して

の自然エネルギーへの転換を推進する取り組みとし

います。去年から八千代市が発行している「やちよ

て、太陽光発電による市内で初となる市民発電所の

子育てハンドブック」に広告を載せました。

実現を目指しています。

事業を無料で行っており、どこからも補助金等い

そのために、市民活動団体支援金交付制度に「市

ただけないため、この市民活動団体支援金を本当に

民協働による自然エネルギー事業化連続講座事業」

ありがたく思っております。また選択届出者が非課

を申請しました。今回は初めての申請でしたが、こ

税者に拡大されたことで、ひびき会もたくさんの方

の制度により、多くの市民の方に支援をして頂くこ

に支援していただきました。ご支援いただいた皆様

とができたことで、さらに活動を進めていきたいと

にも重ねて感謝申し上げます。

思います。

ボランティアカフェに集合！ボランティアで友だちづくり
ボランティアに興味のある人、ボランティアグループ、市民活動団体
が集まってカフェタイム♪
◆なにか力になりたい！ ◆こんなことやってみたい！◆ボランティアの力を借りたい！
◆グループや団体同士でなにか一緒にできない？
などなど・・・お話ししましょう。

■2019 年 2 月 23 日(土) 10：00～15：00
■八千代市福祉センター 第 3・4 会議室
この事業は、八千代市社会福祉協議会・ボランティアセンターと八千代市・八千代市市民活動サポ
ートセンター運営委員会の共催で行います。これまでに、双方のプラスになるよう情報交換や意見交
換をしてきましたが、これからも協力体制を築いていきたいと思います。
まずは、初めての共催事業に大勢の皆さんにご参加いただき、活動を活性化することができればと
思います。
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市民活動サポートセンター登録団体主催

イ ベ ン ト 情 報
「子どもゆめ基金助成事業」

「子どもゆめ基金助成事業」

春の森キャンプ

キッズアドベンチャー

ビンツータンレーハッショウレー

～世界のあそび～
世界には形やルールは違っても日本の伝承遊び
に似た遊びがたくさんあります。８０カ国以上
100 種類以上の昔遊びに挑戦して、パスポートに
たくさんの入国スタンプと遊びスタンプを集め
て世界旅行を楽しんでください。

小学生から大学生までが集まります。
～春の森で遊びましょう～
日

時：2019 年 3 月 26 日（火）～27 日（水）

場

所：千葉県手賀の丘少年自然の家

参 加 費：3500 円（保険代含む）
定

員：４０名

締め切り:定員になり次第締め切り

日 時：2019 年 1 月 14 日（祝）１３時～１６時
場 所：勝田台文化センター3F ホール
参加費：1000 円（3 歳以上）
定 員：２５０名

＜問い合わせ・申し込み＞

NPO 法人子どもネット八千代（月～金・10～16 時）
047-486-4699＊必ず事前問い合わせください

サポートセンターよりご案内
年末年始の開所時間について
休所日は 12 月 29 日（土）から 1 月 3 日（木）まで、1 月 4 日（金）から平常通り開所いたします。
また、年明けは 2 月頃から、各団体総会等の準備などでサポートセンターは混み合います。期日に余
裕をもって印刷作業にお越しください。

会議室の利用について
会議室については、事前予約が可能となっております。
しかし、一部利用団体等で予約をしていることを忘れご連絡を頂けないままとなっているケースがございます。
無断キャンセルをされますと使えなくて不便な思いをされる団体等がでてきてしまいます。公益活動を支援
する施設ですので、他の利用される方への気配りを忘れず、譲り合ってお使いいただけたら幸いです。
ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

登録団体募集について
サポートセンターでは、随時登録団体を募集しています。ロッカー・レターケース、サポートセンタ
ーホームページの利用が可能となります。詳しくはサポートセンターまでお問い合わせください。

～人と情報の交流の場～ 八千代市市民活動サポートセンター

〒276-0042 八千代市ゆりのき台 5-30-6
TEL：047-481-3222/FAX：047-481-3221
【開所時間】日・火・水・金：午前 9 時～午後 5 時/土：午後 1 時～午後 9 時
【主な設備】会議室・交流サロン・コピー機・印刷機・パソコン・レターケース・掲示板など

・詳細は八千代市市民活動サポートセンターHP（ホームページ）をご覧ください。
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